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１ 電子申告申請システムへのアクセス方法

URL：https://www.nofu.jeed.go.jp/Nofu_Densi/

検索 https://www.jeed.go.jp/

機構ホームページのバナーからもアクセスできます。
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２ 電子申告申請システムとは

障害者雇用納付金制度における、納付金、調
整金、報奨金、特例給付金等の申告申請書
の作成・提出及び、それらに関する手続を、
WEB上で行うことのできるシステムです。

申告申請書の作成

→「Ⅲ 申告申請書を作成する」

申告申請書の提出

→「Ⅳ 作成した申告申請書を送信する」

ID・パスワードの設定

→「Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワード

を設定する」

事業主情報の届出

→「Ⅴ 事業主情報の届出を行う」
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３ 新電子申告申請システムの特徴

添付書類の電子送信ができます

源泉徴収票や障害者手帳の写し等の添付書類を、申告申請書等と併せてPDF形
式で電子送信ができるようになりました。

電子申告申請用ID・パスワードの発行・変更手続がWEBでできます

法人番号または事業主番号があれば、電子申告申請用のID・パスワードをWEBで
発行することができるようになりました。

電子申告申請システム（WEB）上のフォームに情報を入力して、申告申請
書を作成します

Excelでの入力ではなく、電子申告申請システム上のフォームに情報を入力し、申
告申請書を作成します（ID・パスワードでのログインは不要）。

過去の申告申請書のバックアップデータ（XMLファイル）やCSVファイル
を取り込むことができます

各事業主で利用している人事・労務ソフト等から取得したデータを、所定のフォー
マットに当てはめて、CSVデータとして取り込み、申告申請書を作成することがで
きるようになりました。

❶

❷

❸

❹
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４ 申告申請の流れ

PDF

zip

申告申請データ
の作成

１ データを利用
して作成

２ 新たに作成

１ 電子申告申請

２ 窓口へ郵送または持参

提
出
完
了

PDF
作成

PDFを
印刷

郵送または
持参

送信データ
の作成

送信
内容
確認

PDF

zip ※【機構提出用】申告申請書(QR
コード)1部と添付書類(必要な
場合)を各都道府県申告申請窓
口に提出してください。

XML

事前にID・パスワードを取得してください。

≪zipファイル名の例≫ 令和05年度_申告申請PDFデータ_１２３４５６７８９０１２３_2023年05月15日13時59分39秒.zip

年度 法人番号 または
事業主番号

作成日時
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５ 電子申告申請の流れ

送信後翌日までに、エラーの有無等を、
メールにてお知らせします。
エラーがある場合、修正の上、再度提出し
てください。

電子申告申請システム

にて申告申請書を作成

２

審査結果メールの受信

（申告申請完了）

４

ログインして

申告申請データを送信

３

電子申告申請用

ID・パスワードの取得

1 新電子申告申請システムの運用開始前に、
ID・パスワードを取得済みの場合には、
引き続き同じID・パスワードを利用可能。

ID・パスワードを取得していなくても、申告
申請書の作成は可能です。

申告申請書等の送信可能時間
令和5年4月1日（土）～5月15日（月）
5:00～23:00（土日祝含む）
令和5年5月16日（火）以降
9:30～17:00（土日祝除く）

添付書類も
送信可能
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¥

ボタンをクリックすると、ボタンに書かれている
処理を実行します。

どの画面で表示された場合も、同じ名前のボタ
ンをクリックして行われる処理は同じ処理となり
ます。

６ 電子申告申請システムの基本操作（画面下部のボタン群について）
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Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを
設定する
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ID・パスワードの新規発行、パスワードの再設定・変更

電子申告申請により、申告申請書等を送信する場合は、
ID・パスワードが必要です。

トップページで、作業を選択してください。

１ ID・パスワード新規発行

電子申告申請用ID・パスワードを新しく作ります。

２ パスワード再設定

パスワードを忘れてしまった場合に、新しい任意のパス
ワードを再設定します。

３ パスワード変更

現在使用しているパスワードを変更します。

※新システム運用開始前に取得済みのID・パスワードは、
引き続きお使いいただけます。ただし、そのID・パスワード
を忘れた場合には、新規発行が必要です。

※ID・パスワードがなくても、申告申請書をシステムで作成
することは可能です。

※法人番号及び機構が発行する事業主番号をお持ちでな
い個人事業主等は、システムからID・パスワードを発行す
ることはできません。各都道府県支部の申告申請窓口まで
お問い合わせください。

※過去にID・パスワードを発行済みでも、ID・パスワードと
メールアドレスを忘れた場合は、再度新規発行が必要です。

※初期パスワードは、初回ログイン時に変更が必要です。
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１ ID・パスワード新規発行

トップページから、［ID・パスワード発行申請］画面に移り、

①「事業主情報」「担当者情報」及び「認証用情報」を入力。

※同じ事業主でも、担当者ごとに複数のID・パスワードを発
行することも可能です。その場合、それぞれ異なるメールア
ドレスで登録してください。

認証用コード

任意の数字6～8桁で設定をお願いします。

「電子申告申請仮登録お知らせメール」受信後、本登録の際に
再度入力が必要となります。

本登録を行うまで、認証用コードを忘れないようにお気を付け
ください。

法人番号のない事業主の場合

「法人番号なし」のチェックボックスにチェックを
入れ、「事業主番号」を入力

1

２

入力した内容でよければ、

②【申請】をクリック
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確認メッセージが表示されます。

処理を続行する場合 → 【OK】

処理を中止する場合 → 【キャンセル】

ここで、エラーメッセージが表示された場合
には、該当箇所を修正してください。

申請完了後には、[処理完了]画面が表示さ
れます。

仮登録お知らせメール

本登録用URL：
https://xxxxxxx.xxxxx

1

2

[認証用コード入力]画面が表示されます。

① ID・パスワード新規発行申請時に設定した
「認証用コード」を入力

② 【確認】をクリック

本登録完了後には、[処理完了]画面が表示さ
れます。

申請時に入力したメールアドレス宛てに、「電子申告
申請本登録お知らせ 兼 電子申告申請用ＩＤ・パス
ワードメール」を送信します。

本登録お知らせメール内にID・初期パスワードが記
載されているため、内容を確認してください。

申請時に入力したメールアドレス宛てに届いた「電子
申告申請仮登録お知らせメール」を開き、メール本文
にある本登録用URLのリンクをクリック

※メール受信後3時間以内にご対応ください。

認証用コードの入力を5回連続して誤ると、当
該認証用コードは無効となり、本登録ができな
くなります。
その際は、再度ID・パスワード新規発行申請が
必要となるため、誤入力にご注意ください。
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２ パスワード再設定

1

2

トップページから、［パスワード再設定申請］画面に
移り、① 「登録済情報（法人番号・メールアドレス）」
「認証用情報」を入力

入力した内容でよければ、② 【申請】をクリック

入力したメールアドレス宛てに「電子申告申請用パス
ワード再設定用ＵＲＬメール」が届きます。

それ以降は、「１ ID・パスワード新規発行」と同様に
パスワードの再設定を行ってください。

３ パスワード変更

2

1

トップページから、［パスワード変更］画面に移り、
① 「現在のパスワード」「新しいパスワード」「新しい
パスワード（確認用）」を入力

入力した内容でよければ、② 【申請】をクリック

パスワード設定時には、パスワード設定に関する
注意事項を、必ずご確認ください。
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Ⅲ 申告申請書を作成する
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以下のデータを利用して、申告申請書を作成することができます。

①過去に作成・保存したデータ（XMLまたはExcel）

②新たに作成したCSVファイル（事業所情報または障害者情報）

メインメニューから申告申請年度を指定して、申告申請書
の作成を開始する1

手順
開始

入力途中のデータまたは過去に作成・保存したデータを利
用する場合

2

手順
データ取込

手順2で取り込んだデータをもとに、以下にしたがって、申
告申請書を作成する

3

手順
申告申請書の作成

４ 作成した申告申請書を送信する

① 事業主を登録する

② 事業所を登録する

③ 障害者を登録する

④ 申告申請額の確認・追加情報を登録する

① 保存データの取込

② 事業主作成CSVの取込

事業主が作成したＣＳＶファイルを利用する場合

１ データを利用して作成する
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（１）保存データの取込

データの取込
[保存データの取込]ページでデータを取り込み

申告申請書の作成へ

② 入力途中のデータの
続きを作成する

③ 入力途中のデータに
情報を追加する

申告申請書作成支援
シート（マクロ機能付き）

Excel様式
（マクロ機能なし）

① 過去に作成したデータを
取り込んで作成する

本システムの保存ボタンから保存した
入力途中のデータを使用して、

続きの作業を実施

申告申請書作成支援シート（マクロ機能付き）または
Excel様式（マクロ機能なし）で作成された
過年度のデータを使用して申告申請書を作成

※申告申請書作成支援シートは、事業所数299所・
障害者数1,999名まで入力可能

Excel
（マクロ）

Excel
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① 申告申請年度を選択し、

② 【データを利用して作成する】をクリック

［取込データ選択］画面が表示されるので、

③ 【保存データの取込】をクリック

1

2

３

[保存データの取込]画面から、取り込みたいデータ
に合わせて作業を選択
①入力途中のデータの続きを作成する
②入力途中のデータに情報を追加する
③過去に作成したデータを取り込んで作成する
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[開く]画面が表示されるので、

③取り込みたいファイルを選択し、【開く】を
クリック

画面に表示されている「※指定できるファイ
ル」の内容をご確認の上、ファイルを選択して
ください。

「過去に作成したデータを取り込んで作成する」の

①「申告申請書作成支援シート（マクロ機能付き）」
または「Excel様式（マクロ機能なし）」を選択

②【ファイルを選択】をクリック

① 過去に作成したデータを取り込んで作成する

1

2

1

３
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[保存データの取込]画面に戻る

[事業主の登録］に進む

ファイルの取り込みが完了したら、
ページ下部の【次へ】をクリック

選択したファイルでよければ【取込】をクリック

ファイルを取り込むことで、現在の申告申請
データは上書きされます。
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② 入力途中のデータの続きを作成する

システム上で途中まで作成した申告申請
書データを取り込み、その続きを入力し
ていくことができます。

申告申請書を一時保存して、その続きか
ら作成を再開する場合には、この作業を
行ってください。

【ファイルを選択】から、ファイルを
選択して取り込んでください。
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③ 入力途中のデータに情報を追加する

【ファイルを選択】から、ファイルを
選択して取り込んでください。

選択したファイルでよければ【統合】
をクリック

「統合」とは・・・

「申告申請書保存データ（統合）」で選択
したファイルを取り込み、事業所情報と
障害者情報を追加情報として統合しま
す。

このとき、統合対象データの事業所別
連番は、統合処理実施時点で確定済み
となっている事業所別連番の次の番号
から再採番されます。

[事業主の登録］に進む

ファイルの取り込みが完了したら、
ページ下部の【次へ】をクリック
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事業主作成のCSVファイル（事業所情報または障害者情報）を取り込み、申告申請書を作成します。

事業主が保有する人事・労務ソフト等から出力したCSVファイルがある場合は、その内容を所定の
CSVフォーマットに合わせることによりデータを取り込むことができます。

取込データを作成済み取込データを未作成

取込データの
ダウンロード

取込データの作成

データの取込
[事業主作成CSVの取込]ページでデータを取り込み

申告申請書の作成へ

（２）事業主作成CSVの取込



P. 23

1

2
４

① 申告申請年度を選択

② 【データを利用して作成する】をクリック

［取込データ選択］画面が表示されるので、③ 【事業主作成CSVの取込】をクリック

３

取込データ（CSVファイル)を未作成の場合 ［事業主作成CSVの取込］画面が表示されます。

本システムに取り込むためのCSVファイル（事業
主情報または障害者情報）のフォーマットをダウ
ンロードする場合、利用条件の確認が必要です。

④「CSV取込機能の利用条件」のリンクをクリッ
クし、内容を確認します。
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「CSV取込機能の利用条件」のリンクをクリック
すると、[利用規約］画面が表示されます。

1

2

利用規約をご確認の上、同意して本メニューを
使用する場合は、

① 「この利用規約に同意する」のチェックボック
スにチェックを入れ、

② 【閉じる】をクリックします。

［事業主作成CSVの取込］画面に戻ります。

「事業所情報CSVファイル」および「障害者情報
CSVファイル」の「標準フォーム」「記入要領」「サ
ンプル」の各ファイルが、ダウンロードできる状
態になります。

ダウンロードするファイルのボタンをクリックし、
ファイルをダウンロードして、取込データを作成
してください。
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事業所情報CSVファイルの入力項目

CSVフォーマット入力時の注意事項（入力規則）

No. 項目名 入力値

1 事業所別連番 半角数字３桁

2 事業所名称 全角80文字以内

3 事業所の区分 半角数字１桁
1：特例子会社等の
認定を受けた事業所
2：就労継続支援A型
事業所

4 事業の種類 全角40文字以内

5 事業の種類 補足 全角50文字以内

6 除外率の産業分類 半角英数3桁

7 除外率 半角数字3桁

8 所在地 全角70文字以内

9 算定基礎日 半角数字2桁

10 短時間労働者以外の常用雇用労働者数４月
（５月～３月も同様）

半角数字６桁

11 短時間労働者以外の常用雇用労働者数 合計 半角数字８桁

12 短時間労働者数４月（５月～３月も同様） 半角数字６桁

13 短時間労働者数 合計 半角数字８桁

14 短時間労働者以外の常用雇用労働者の所定
労働時間4月（５月～３月も同様）

半角数字3桁

15 短時間労働者以外の常用雇用労働者の所定
労働時間 合計

半角数字5桁

16 短時間労働者の所定労働時間４月（５月～３月
も同様）

半角数字3桁

17 短時間労働者の所定労働時間 合計 半角数字5桁

18 特定短時間労働者の所定労働時間４月
（５月～３月も同様）

半角数字3桁

19 特定短時間労働者の所定労働時間 合計 半角数字5桁

No. 項目名 入力値

1 事業所別連番 半角数字３桁

2 雇用労働者区分 半角数字1桁

3 姓（フリガナ） 名（フリガナ） 全角30文字以内

4 性別 半角英数1桁

5 生年月日 全角11文字以内

6 手帳番号 全角20文字以内

7 手帳有効期限 全角11文字以内

8 身体障害者 確認番号 半角英数1桁

9 現等級（前等級も同様） 半角数字1桁

10 知的障害者 確認番号 半角英数1桁

11 現程度（前程度も同様） 半角数字1桁

12 精神障害者 確認番号 半角英数1桁

13 現程度（前程度も同様） 半角数字1桁

14 障害者確認書類有無提出要否 半角数字1桁

15 雇入れ年月日、障害者となった年月日、等級
等変更年月日、現離職年月日、転入年月日、転
出年月日

全角11文字以内

16 実労働時間月平均 半角数字3桁

17 所定労働時間変動の有無 半角英数1桁

18 所定労働時間４月（５月～３月も同様） 半角数字3桁

19 実労働時間4月（5月～3月も同様） 半角数字3桁

20 所定労働時間 合計 半角数字5桁

21 実労働時間 合計 半角数字5桁

障害者情報CSVファイルの入力項目
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作成したファイルの選択

作成したファイルに応じて、「事業所情報CSVファイル」
または「障害者情報CSVファイル」の【ファイルを選択】
をクリックします。

★取込データ（CSVファイル）を作成済みの場合は、ここからスタート

選択したファイルでよければ
【取込】をクリックします。

[開く]画面が表示される
ので、ファイルを選択し、
【開く】をクリック
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処理完了メッセージが表示されます。

確認メッセージが表示されます。

処理を続行する場合→【OK】

処理を中止する場合→【キャンセル】

※入力内容に誤りがあり、エラーメッセージ
が表示される場合には、メッセージに従い、
該当項目を修正してください。

[事業主作成CSVの取込]画面に戻る

[事業主の登録］に進む

ファイルの取り込みが完了したら、
ページ下部の【次へ】をクリック
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申告申請書を一から作成する場合は、以下の手順で行います。

メインメニューから申告申請年度を指定して、申告申請書
の作成を開始する1

手順
開始

以下にしたがって、各画面で申告申請に必要な情報を入力
し、保存する

２

手順
申告申請書の作成

４ 作成した申告申請書を送信する

① 事業主を登録する

② 事業所を登録する

③ 障害者を登録する

④ 申告申請額の確認・追加情報を登録する

２ 新たに作成する

データを取り込んだ後の事業主登録等の作業については、
これ以降の「手順2 申告申請書の作成」をご確認ください。
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1

2
[事業主の登録］に進む

① 申告申請年度を選択し、

② 【新たに作成する】をクリック
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申告申請書作成時のポイント

申告申請書の入力途中で、ホーム画面まで戻ると
今まで入力したデータはすべて消えてしまいます。

データを入力したら、画面下部の【保存】をクリック
し、こまめに保存してください。

保存したデータは、後で取り込むことで、すでに作
成済みの状態の続きから作成を行えます。

（「１ データを利用して作成する」参照。）
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［事業主の登録］画面では、事業主の名称や住所等を登録します。

［事業所の登録］に進む

1

2

（１）事業主情報を登録する

法人番号

法人番号のある事業主の場合、法人番号（13桁）を入力

 法人番号のない事業主の場合

1

2

3

① 各項目を入力

入力した内容でよければ、

② 【次へ】をクリック

入力時の注意事項

① 「法人番号なし」のチェックボックスにチェックを入れる

② 「事業主番号」を入力

初めて申告申請する事業主で、事業主番号がない場合

③「事業主番号未採番の個人事業主」にチェックを入れ、

事業主番号は入力しない

★データ取込完了後は、ここからスタート
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事業所の名称、所在地等を登録、修正、削除します。

①事業所情報の新規追加 ②事業所情報の修正 ③事業所情報の削除 ④事業所別連番の再採番

事業所を登録しなくても【次へ】をクリックすると、次の
画面に進むことができます。
金額計算する際には事業所の登録が必要となります。

（２）事業所情報を登録する

①事業所情報の新規追加

【新規追加】をクリック

1

2

①事業所情報、常用雇用労働者数、
所定労働時間を入力

→詳しくは次のスライド

入力した内容でよければ

② 【確定】をクリック
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事業所別連番
事業所単位で001、002と連番で入力。
既にデータを作成し登録済みの連番は指定不可。
※事業所が1つの場合、事業所別連番は001のみ。
※除外率適用外の事業所は、複数事業所をまとめて作成入力可能。
※算定特例の認定を受けた特例子会社等は、特例子会社等ごとに入力。

事業所の区分
「1：特例子会社等の認定を受けた事業所」
「2：就労継続支援A型事業所」のいずれか
に、両方に該当する場合は、両方にチェック
を入力。

除外率
除外率適用の事業所の場合、管轄のハローワーク
に提出した『障害者雇用状況報告書』に記載され
た事業所単位に基づき、事業所ごとに入力。
※除外率が不明な場合等は、管轄のハローワーク
までお問い合わせください。

算定基礎日
各月の常用雇用労働者数及び雇用障
害者数を把握する日のことで、事業
所が複数ある場合は、すべての事業
所で同一の日としてください。
毎月初日または賃金締切日とするこ
とが原則ですが、それら以外の日と
することも可能です。
年度の途中で算定基礎日が変更とな
る場合は、「算定基礎日変更」の「あ
り」を選択して、算定基礎日変更月日
を指定します。
なお、算定基礎日が月の初日の場合
は「1日」、月末の場合は「31日」を指
定します。

所定労働時間
この事業所で雇用する障害者の所定労働時
間を設定する場合は、所定労働時間を入力
して【確定】をクリック。
入力した所定労働時間を、［障害者の追加・
修正］画面に反映させることができます。
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1

2

【一覧へ戻る】をクリックして、
［事業所の登録］画面に戻る

［事業所の登録］画面だけではなく、この画面でも
【新規追加】をクリックして、事業所を新規に追加
することができます。

[障害者の登録］に進む

［事業所の登録］画面に戻る。

①事業所情報が一覧に追加されたこと
を確認

事業所情報の登録が完了した場合は、
②【次へ】をクリック
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②事業所情報の修正

入力したデータまたは取り込んだデータ
にエラーとなる情報が含まれていた場
合、「エラー有無」欄に表示がされます。

修正をする場合には、事業所情報の一
覧から、修正する事業所情報の【詳細】
をクリックして、該当箇所を修正します。

該当箇所を修正したら、内容を確定します。

他の事業所情報を修正する場合
【前の事業所へ】または【次の事業所へ】をクリック
し、修正する事業所情報を表示し、修正した後、
【確定】をクリックします。

事業所情報を削除する場合
削除したい事業所情報を表示した後、内容を確認
し、 【削除】をクリックします。
事業所情報の削除については、次のスライドの
「③事業所情報の削除」でも説明します。
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1

2

事業所情報に障害者情報が登録されている場合、
事業所情報を削除することはできません。該当の
障害者情報を別の事業所に移動するか、削除して
ください。

③事業所情報の削除
入力時の注意事項

［事業所の登録］画面の一覧で、
① 削除したい事業所の「削除」欄のチェックボックスに
チェックを入れます。
※登録されているすべての事業所情報を削除する場合
は、【全選択】をクリックします。

②【削除】をクリックします。

最後に、一覧から削除した事業所情報
がなくなっていることを確認します。

確認メッセージが表示されます。
削除を続行する場合 → 【OK】
削除を中止する場合 → 【キャンセル】
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事業所別連番に空きの番号がある場合、連番となるように調整します。

※障害者情報に紐づく事業所別連番も自動で更新されます。

1

2

④事業所別連番の再採番

［事業所の登録］画面の一覧で、
① 「事業所別連番」を確認し、連番となっていない場合、
② 【再採番】をクリックします。

確認メッセージが表示されます。
処理を続行する場合 → 【はい】
処理を中止する場合 → 【キャンセル】

処理が完了した後は、連番になってい
るかを一覧で確認してください。
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（３）障害者情報を登録する

障害者の姓名、障害の等級・程度、雇用区分等を登録、修正、削除します。

①障害者情報の新規追加 ②障害者情報の修正 ③障害者情報の削除 ④前年度離職者の一括削除

①障害者情報の新規追加

【新規追加】をクリック

1

2

①姓名、障害の等級・程度、雇入年
月日等を入力

→詳しくは次のスライド

入力した内容でよければ

② 【確定】をクリック
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特定短時間労働者の入力
雇用区分で「特定短時間」を選択し
た場合、障害者確認での等級・程度
の指定が不要になります。

手帳情報
障害者確認の確認記号で「A、D、P、Q、R」を選択した場合は、
手帳番号の入力が必須となります。また、「精神障害者」を選
択した場合は、手帳有効期限の入力が必要となります。

年度内等級変更日
年度内において身体障害の等級または知的障害
の程度に変更があった場合や、障害者でなくなっ
た場合、「年度内等級変更日」に変更のあった年月
日を入力します。また、「障害者確認」で前等級・前
程度を指定します。

障害の確認書類
添付書類が必要な常用雇
用労働者の総数が300人
以下の支給金（調整金、報
奨金、特例給付金等）の申
請事業主で、障害者手帳等
（写）の提出が必要な障害
者の場合は、「新規・更新の
ため要提出」を選択します。
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所定労働時間・実労働時間
【デフォルト値反映】をクリックし、［事業所
の追加・修正］画面で入力した所定労働時
間を設定可能。

また、「所定労働時間変動」で「あり」を選
択した場合、所定労働時間および実労働
時間は年間の合計時間数のみ入力します。
「所定労働時間変動」で「なし」を選択した
場合、月ごとの所定労働時間および実労
働時間を入力します。
労働時間は整数を入力してください（1時
間未満の端数は切り捨てます。）。

精神障害者である短時間労働者の入力
雇用区分で「短時間」、障害者確認で「精神障害者」を選択した場合、
「現雇用年月日」と障害の確認記号に応じ「障害年月日」の入力が必
要となります。
また、現在の雇入れが再雇用の場合は、前回の雇入れ日と離職日を
「前雇用年月日」と「前離職年月日」に入力します。

年度内転入出関連情報の入力
事業所間での転入出、雇用区分が変更
になった場合および対象外となった場
合等に、「年度内転入出」を「あり」にし、
転入出情報を入力します。
※「転出日」は転入日の前日としてくだ
さい。
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★乖離エラー

所定労働時間と実労働時間について、対象期間の1/2
以上の月が乖離（※）しており、実労働時間により判断し
た雇用区分と月所定労働時間の雇用区分（システム上
で選択している雇用区分）が異なると、乖離エラーが発
生します。

※乖離とは、次のいずれかの場合をいいます。
・各月の実労働時間が、雇用区分ごとの規定値（常用
120h、短時間80h、特定短時間40ｈ）未満であること。
・短時間労働者について、実労働時間が月120h以上、
かつ所定労働時間＜実労働時間であること。

所定労働時間と実労働時間に
乖離エラーがある場合、乖離
が発生している月の実労働時
間に「▲」が表示されます。

乖離エラーがあり、入力によりエラーを解消できる場合
は、「営業日数」「入退職、障害の認定・取消または転入
出がなかった場合の1か月分の所定労働時間」および
「その他の乖離理由」の入力欄が表示されます。これら
の項目を入力することでエラーを解消することができ
ます。
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1

2

［障害者の登録］画面だけではなく、この画面でも
【新規追加】をクリックして、障害者を新規に追加
することができます。

[申告申請額の確認・追加情報の登録］に進む

［障害者の登録］画面に戻る。

①障害者情報が一覧に追加されたことを確認
※横にスクロールして全項目を確認

障害者情報の登録が完了した場合は、
②【次へ】をクリック

【一覧へ戻る】をクリックして、
［障害者の登録］画面に戻る
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②障害者情報の修正

修正をする場合には、障害者情報の
一覧から、修正する障害者情報の
【詳細】をクリックして、該当箇所を
修正します。

該当箇所を修正したら、内容を確定します。

他の障害者情報を修正する場合
【前の障害者】または【次の障害者】を
クリックし、修正する障害者情報を表
示し、修正した後、【確定】をクリック

障害者情報を削除する場合
削除したい障害者情報を表示した後、内容を確認
し、 【削除】をクリックします。
障害者情報の削除については、次のスライドの
「③障害者情報の削除」でも説明します。

入力したデータまたは取り込んだデー
タにエラーとなる情報が含まれていた
場合、「エラー有無」欄に表示が出ます。
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1

2

③障害者情報の削除

［障害者の登録］画面の一覧で、
① 削除したい障害者の「削除」欄のチェックボックスに
チェックを入れます。
※登録されているすべての障害者情報を削除する場合
は、【全選択】をクリックします。

②【削除】をクリックします。

確認メッセージが表示されます。
削除を続行する場合 → 【はい】
削除を中止する場合 → 【キャンセル】

最後に、一覧から削除した障害者情報
がなくなっていることを確認します。
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④前年度離職者の一括削除

前年度に離職した障害者の情報を一括で削除したい場
合には、［障害者の登録］画面の一覧で、
【前年度離職者一括削除】をクリックします。

確認メッセージが表示されます。
削除を続行する場合 → 【OK】
削除を中止する場合 → 【キャンセル】

最後に、一覧から前年度離職者の障害
者情報が削除されていることを確認し
ます。
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申告申請額の確認と追加情報を登録します。

1

2

2

1

3

（４）申告申請額の確認・追加情報を登録する

① 前画面までの入力結果により表示された「申告申請
種別」および「納付金・調整金」の内容を確認します。

※申告申請種別には、「申告申請対象外」、「納付金」、
「調整金」、「報奨金」、「特例給付金」、「納付金・特例給付
金」、「調整金・特例給付金」、「報奨金、特例給付金」があ
り、「納付金・調整金」にはその種別に応じた金額が表示
されます。

② 必須項目を入力します。

入力した内容でよければ、
③ 【確定】をクリックします。

記入担当者、社会保険労務士記載欄について

記入担当者の所属部課名、連絡先電話番号および氏名
を入力します（所属部課名がない場合は「事務」と入力）。
電話番号は、記入担当者と確実に連絡をとることのでき
る番号を入力してください。

社会保険労務士が作成した場合も、「記入担当者」の入
力は必要です。
なお、社会保険労務士による作成または提出の場合、
「社会保険労務士記載欄」の「記載事項」で「あり」を選択
し、各項目を入力します。
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申告申請対象外の場合

納付金等の申告申請対象外となった場合は、以下の
画面が表示されます。

入力したデータを保存すると、翌年度において申告
義務が発生した場合に申告申請に活用できますので、
【保存】をクリックし、この画面までの入力内容を申
告申請書保存データファイルとして保存ください。

調整金の申請を辞退する場合

「納付金・調整金」を確認し、調整金の申請ができる
事業主が調整金の申請を辞退する場合は、「障害者
雇用調整金等を申請しない」のチェックボックスに
チェックを入れます。

なお、辞退した場合にも、申告申請書の提出は必要
です。

※申告申請種別により選択可能な場合のみ、チェッ
クボックスが表示されます。

※申請する場合は選択不要です。

※申告申請期限後に辞退の撤回はできません。

申告申請期限後の支給金の支給申請について

100人超事業主は、申告申請期限後に調整金等の支給
申請はできますが、支給されません。ただし、納付金申
告申請書の提出は必要ですのでご注意ください。

※100人以下事業主は申請期間経過後の申請書等の
作成・提出は不要です。
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特例給付金がある場合

「特例給付金申請額」を確認し、特例給付金を申請しない
場合は、「特例給付金を申請しない」のチェックボックス
にチェックを入れます。

※申告申請種別により選択可能な場合のみ、チェック
ボックスが表示されます。

※申請する場合は選択不要です。

※申告申請期限後に辞退の撤回はできません。

延納申請する場合

延納申請は納付額の合計が100万円以上の場合のみ
可能です。

延納を希望する場合は、延納の申請で「する」を選択し
ます。

選択後、自動で万円単位で3等分に計算され（端数が
あるときは第１期に加算）、第1期、第2期、第3期に納
付額が表示されます。

なお、延納の申請がなければ延納の取り扱いはできま
せんので、延納を希望する場合は「延納申請」欄を提出
前に確認してください。
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報奨金を申請する場合

報奨金を申請できるのは、納付金の申告申請義務な
しに該当する事業主であって、72人または各月の算
定基礎日に在籍する常用雇用労働者数の4%の合
計数のいずれか多い数を超える人数の障害者を雇
用している事業主です。

常用雇用労働者の人数が100人以下の事業主が必
ずしも報奨金を申請できるわけではありませんので
ご注意ください。

返還申請する場合

返還申請する場合、「返還の申し出」のチェックボック
スにチェックを入れ、「返還の理由」「返還額」などを
入力します。
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支給金を分割支給とする場合

支給金を分割支給とする場合、「分割支給」の「あり」を選
択します。

分割支給できるのは、障害者雇用率算定の特例認定を受
けた事業主のみです。

分割支給情報を登録する場合、【分割支給情報の登録】を
クリックします。

支給金を申請する場合

支給金を申請する場合は、支給先となる金融機関名等
を入力してください。

※支給先の記入誤りにより支給予定日に振り込まれな
い事例が多数発生しています。口座情報を必ず確認し
てください。

［分割支給情報の登録］画面か
ら、分割支給先の情報を登録
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電子申告申請による送信在宅就業契約の登録
（次のスライドへ）

申告申請窓口への送付

申告申請書等の追加情報が登録され
たことを確認したら、それぞれ次の作
業に移ります。

申告申請額の確認、追加情報の登録が
完了し、【確定】をクリックしたら、入力
内容確定メッセージが表示されるので、
【OK】をクリックしてください。
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※在宅就業支援団体を介して仕事を発注した場合の発注
証明書は、申告申請窓口への送付・持参または電子送信
により、別途提出してください。

※在宅就業障害者は、雇用されている方を除きます。

※在宅就業支援団体についての詳細は、各事業主の管轄
のハローワークにお問い合わせください。

在宅就業契約を登録する

在宅就業団体を介して在宅就業
障害者に仕事を発注した場合は
「発注証明書」の⑤（イ）欄の「在
宅就業対価相当額」の数字を入
力してください。

［在宅就業契約の登録］画面から、
在宅就業契約障害者情報を登録

在宅就業障害者に直接仕事を
発注した場合は、【在宅就業契約
の登録】をクリック
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Ⅳ 作成した申告申請書を送信する
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申告申請書提出の流れ

PDF

zip

申告申請データの
作成

１ 電子申告申請

２ 窓口へ郵送または持参

提
出
完
了

PDF
作成

PDFを
印刷

郵送または
持参

送信データ
の作成

送信
内容
確認

PDF

zip ※【機構提出用】申告申請書(QR
コード)1部と添付書類(必要な
場合)を各都道府県申告申請窓
口に提出してください。

XML

事前にID・パスワードを取得してください。

≪zipファイル名の例≫ 令和05年度_申告申請PDFデータ_1234567890123_2023年05月15日13時59分39秒.zip

年度 法人番号 または
事業主番号

作成日時
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電子申告申請により申告申請データを送信し、提出する場合の操作手順について説明します。

１ 電子申告申請により送信する

［申告申請書の送信データ作成］画面で、
【作成】をクリックします。

送信データの作成

確認メッセージが表示されます。
処理を続行する場合 → 【OK】
処理を中止する場合 → 【キャンセル】

【OK】を選択した後、送信データ（XMLファイル）を
保存してください。
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内容確認

［申告申請書の送信データ作成］画面に戻り、
【内容確認へ】をクリックします。

［PDF作成／印刷］画面で、【PDF作成】をクリックします。

一つのzipファイルとしてPDFファイルを保存し、その内容
を確認します。

［PDF作成／印刷］画面に戻り、【閉じる】をクリックして、

［申告申請書の送信データ作成］画面に戻ります。

［申告申請額の確認・追加
情報の登録］画面 に戻る

［ログイン］画面 に進む

内容に不備がある場合は、【戻る】をクリックし、申告
申請書の内容を修正します。

内容に不備がない場合は、【申告申請書の送信へ】を
クリックし、申告申請書を送信します。
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2

1

申告申請書の送信

【申告申請書の送信へ】をクリックすると、
ログイン画面に移ります。

① 「ユーザID」「パスワード」を
入力します。

入力した内容でよければ
② 【ログイン】をクリックします。

パスワードを忘れた場合
「パスワードを忘れた場合」のリンクをクリックして、
パスワードを再設定してください。

ユーザIDを忘れた場合
「ユーザIDまたはパスワードを忘れた場合」のリン
クをクリックしてID・パスワードを新規に発行しま
す。

パスワード変更から1年以上経過している場合
パスワード変更から1年以上経過している場合、パ
スワード変更を促すメッセージが表示されます。

［申告申請書の送信］画面で、
「電子申告申請データ」の【ファイルを選択】をクリック

[開く]画面が表示されるので、申告申請データの
XMLファイルを選択し、【開く】をクリック
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［申告申請書の送信］画面に戻り、
選択したファイルでよければ【取込】をクリック

「電子申告申請データ」に取り込んだファイル
名が表示されたことを確認します。

添付書類提出の確認メッセージが表示されている場合は、
添付書類を提出します。

「添付書類の提出方法」として、「【推奨】電子申告申請シス
テムで送信」を選択した場合は、次のスライドに進みます。

※「添付書類が添付されていません。」は添付書類を登録
するまで表示されます。

・添付書類提出の確認メッセージが表示されてい
ない場合

・「添付書類の提出方法」に「郵送」を選択した場合
（郵送または持参で添付書類を別途提出。）

下欄のパスワード・メールアドレスを入力してくだ
さい。

添付書類として送信するファイル（PDF)を、
あらかじめ用意した上で作業をしていただ
くとスムーズです。
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添付書類の提出方法で「【推奨】電子申告申請システムで送信」を選択した場合、送信する添付書類を指定します。

添付書類の送信

【添付書類】をクリック

［添付書類の送信］画面が表示されるので、
【ファイルを選択】をクリック

[開く]画面から、添付書類ファイルを選択し、【開く】を
クリックします。

選択したファイルでよければ
【添付】をクリック
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添付書類の登録が完了したら、[申告申請書の送信]画面に
戻ります。

1

2

① 「パスワード」「メールアドレス」「メール
アドレス（確認用）」を入力します。

入力した内容でよければ 【送信】をクリック

確認メッセージが表示されます。
処理を続行する場合 → 【OK】
処理を中止する場合 → 【キャンセル】

[処理完了]画面が表示されます。
作成した申告申請データを翌年度申告申請用として
保存する場合は、【保存】をクリックしてください。

[申告申請書の送信]画面で指定したメールアドレス宛てに、
審査結果メールが翌日までに送信されます。
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申告申請書等を申告申請窓口へ郵送または持参する場合の操作手順について説明します。

２ 申告申請窓口へ送付する

PDFの作成

［申告申請窓口へ提出する］画面で、
【PDF作成/印刷】をクリックします。

1

2

［PDF作成／印刷］画面が表示されるので、① 作成対象の「様式」を選択

「全様式内容確認」を選択→登録した全ての申告申請書をPDF作成

「様式個別内容確認」を選択→PDF作成対象とする様式にチェックを入れる

選択した様式でよければ、② 【PDF作成】をクリック
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保存したPDFを印刷し、以下の書類一式を、各都
道府県支部の申告申請窓口あて、郵送または持参
にて提出します。

・【機構提出用】申告申請書(QRコード)1部

※郵送または持参にて提出する場合は、必ず
QRコードが印刷された申告申請書をご提出く
ださい。

・添付書類(提出が必要な場合のみ)

確認メッセージが表示されます。
処理を続行する場合 → 【OK】
処理を中止する場合 → 【キャンセル】

【OK】をクリック後に、一つのzipファイルとして
申告申請書（PDFファイル）を保存します。

zipファイルの保存後、[処理完了]画面が表示されます。
作成した申告申請データを翌年度申告申請用として保
存する場合は、【保存】をクリックしてください。

PDFの印刷

申告申請窓口へ郵送または持参

受理日の確認を希望する場合

様式『受理日確認印を希望する事業主の皆様
へ』を、申告申請書と併せてご提出ください。

※様式は、記入説明書または機構ホームペー
ジからダウンロードしてください。

事業主控は手元に保管してください。
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Ⅴ 事業主情報の届出を行う
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※この届出には、電子
申告申請用 ID ・パス
ワードが必要です。

事業主情報に変更が生じた場合、以下の２つの
届出は、電子申告申請システムで行うことができ
ます。

システムのトップページ下部のメニューより、作
業を選択してください。

１ 住所、名称等変更届出

２ 吸収合併、相続、廃止等届出
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2
1

３

4

１ 住所、名称等変更届出

ID・パスワードでログインした後、

［住所、名称等変更届出］画面が表示されます。

①変更のある項目のチェックボックスにチェックを入れる

②「変更後（新）」に変更内容を入力する

※変更のある項目のみ

③担当者氏名や連絡先に変更がある場合は、「担当者情
報」に入力する

④入力内容した内容でよければ、【送信】をクリックする



P. 66

1

2

２ 吸収合併、相続、廃止等届出
ID・パスワードでログインした後、

［吸収合併、相続、廃止等届出］画面が表示されます。

吸収合併または相続の場合、「被吸収合併企業・
被相続人の情報」を入力

①法人番号の入力

②届出の「理由」を選択

※吸収合併、相続、廃止のいずれかを選
択

★被吸収合併企業、被相続人が複数ある場合

「被吸収合併企業、被相続人の情報」を複数件入力
する場合には、1件目の入力後に、【追加登録】をク
リックして、新たな情報を入力してください。

入力済みの情報は、画面下部に表示されます。

この作業を繰り返すことで、複数件の情報を入力
することができます。
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最後に…

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。




